
【ウェブサイト】 http://ante-jp.com/

【連絡先】 担当者名：（専務取締役）国下清大、ＴＥＬ：0761-74-8002 

【活用した支援・施策】
ジェトロ食品輸出商談会2014 in ISHIKAWA
平成25年度シンガポールでのトライアルショップ事業(石川県)

【取り組む際に生じた課題】
・海外販路の開拓

【取組の効果】
・アンテナショップでの販売をきっかけに、現地の日本食レストランを中心
に業務用としての継続的な取引につながった。
・国内における秋冬の売り上げの落ち込みを補え始めている。
・平成27年7月には、香港経由でマカオの市場（ホテル）にも流通し始める。

2014香港フードエキスポ出展の様子

香港SOGOで陳列されている様子

◆地域活性化を目的に地元のものを原材料としたサイダーを開発。
◆現在、珠洲の揚げ浜式で作られた塩を使った「しおサイダー」、金沢の柚子も使った

「金沢湯涌サイダー 柚子乙女」、金沢・加賀で愛飲されるほうじ茶を使った「加賀棒茶
サイダー」を香港、シンガポールに輸出。

輸出量(本) 出荷時期

平成26年度 5,830
通年

平成25年度 1,329

サイダー

【主な品目】

香港、シンガポール

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・平成27年11月に上海で開催される「FHC China 2015」に出展し、中国本土
での市場開拓を目指す。

【生じた課題への対応方法】
・県の事業を活用した海外アンテナショップでの販売、また、海外の国際食
品見本市への出展等により、海外販路を開拓。

石川県 （株）Ａｎｔｅ
『地サイダーを香港、シンガポールへ』

加工食品

輸出している地サイダー「金沢湯涌
サイダー 柚子乙女」

見 本

 
- 83 -



【取り組む際に生じた課題】
・他社商品との差別化

【取組の効果】
・有機の工程管理を行うことにより、従業員の工程管理に対する意
識が向上した。

・海外での取組が広告となり、国内ではこれまで取引のなかった店
舗での販売につながった。

◆他社商品との差別化を図るため、米国の有機認証を取得し、米国向けに「有機加賀
みそ」を輸出。

◆良質で付加価値の高い商品を生産する社内体制を整え、海外に販売する。

味噌

【主な品目】

米国、台湾、シンガポール

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・本物志向の購入者をターゲットに、特徴のある良質で付加価値の
高い商品を輸出。

・一過性のブームで終わらせないよう、継続した取組により商品の評
価を高め、輸出拡大に取り組む。

【生じた課題への対応方法】
・米国の有機認証を取得し、「有機加賀みそ」の生産体制を確立。

【ウェブサイト】 http://www.kagamiso.or.jp/index.html

【連絡先】 担当者名：（理事長）松本耕作、ＴＥＬ：076-275-5188 

【活用した支援・施策】 平成21年度「ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業」

石川県 加賀味噌食品工業協業組合
『味噌を米国、台湾、シンガポールへ』

加工食品

米国で開催された「石川県産品フェア」
での展示の様子

米国の有機認証を取得した「有機加
賀みそ」

米国・ＮＹの小売店で陳列されている様子

輸出量(ｔ) 出荷時期

平成26年 43
通年

平成25年 37

（石川県味噌工業協同組合での申請）
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【取り組む際に生じた課題】
・水揚げされる魚種や漁獲量の安定確保
・漁港から最終仕向地までのクールチェーンの安定化

【ウェブサイト】 http://www.uedatrans.co.jp/  

【取組の効果】
・産直ルートの形成による「石川ブランド」へのバイヤーの信認醸成
・新たな供給体制の確立により、販路が拡大。

水揚げされた魚をバイヤーが直接確認

輸出に向けた商談スキルをつける勉強会を
実施

◆築地市場に一度集められるのが一般的な鮮魚の輸出だが、築地を経由させず地元
空港から成田経由で送ることで３日かかる輸送日数を１日短縮させることに成功。

◆産地直送による石川ブランドの定着とともに、地元空港の貨物取り扱い量が増加。

輸出額(千円) 輸出量(ｔ) 出荷時期

平成26年度 2,250 1.0
通年

平成25年度 － －

ブリ、ノドグロ、カニ、ゲンゲなど

【主な品目】

アメリカ

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・鮮度の違いがはっきりあらわれるエビの輸出を検討する。
・台湾など、既存の定期航路を活用した新規市場の開拓を進める。

【生じた課題への対応方法】
・ジェトロセミナーなどを通じて新たに参加する水産業者等への関心
喚起。

・SNSを使って水揚げ内容の情報交換をタイムリーに実施。
・保冷剤の効率的配置。

【連絡先】 担当者名：志田、ＴＥＬ：0761-21-8271 

【活用した施策・支援】ジェトロの商談スキルセミナーへの参加（平成25,26年）、ドイツ食品市場セミナーへの参加（平
成27年）

石川県 上田運輸（株）

『水産業者・仲卸業者と連携し、地元空港を起点に
鮮魚を米国へ』

水産物
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【取り組む際に生じた課題】
・海外販路の開拓
・各国ごとに行う商標登録に係る経費、労力

【ウェブサイト】 http://www.hanagaki.co.jp/

【取組の効果】
・国内市場の冷え込みに反し、売上の増進につながった。
・海外輸出の実績が会社の知名度・評価を高めた。
・営業力向上と社員のモチベーションアップにつながった。

（有）南部酒造場の外観

展示会の様子

◆海外の和食ブームを背景に、約10年前から輸出に取り組む。
◆富裕層向けに高級酒（吟醸酒、純米酒）を販売。輸出先は、米国、台湾、香港、韓国、

中国、ＥＵ等、世界各国に広がる。

輸出量(Ｌ) 出荷時期

平成26年 10,874
通年

平成25年 6,810

日本酒

【主な品目】

米国、台湾、香港等

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・海外の富裕層向けに高級酒（吟醸酒、純米酒）を販売し、輸出拡大を図り、
輸出額を売上全体の２割まで上げる。

・商品の持つ歴史や背景、製造方法（手づくり）といった魅力をアピールし、
ブランド力を向上させ、他商品との差別化を図る。

【生じた課題への対応方法】
・商社等が主催する海外商談会や海外バイヤーを招へいした国内商談会
に積極的に出展。また、代理店に同行して海外で営業活動を実施。
・複数国一括で行う商標登録を検討。

【連絡先】 担当者名：（代表取締役社長）南部隆保、ＴＥＬ：0779-65-8900 

福井県 (有)南部酒造場
『日本酒を米国、台湾、香港等へ』

コメ・コメ加工品

輸出商品「花垣 純米大吟醸」
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【ウェブサイト】 http://ja-fukuikeiz.jp/  

【取組の効果】
・新たな販路の拡大。

・玄米輸出、現地精米にて販売を行うことにより、
安全・安心な福井米の実現。

◆平成２６年産より新規需要米として輸出用米に取組み、㈱クボタを通じ玄米輸出、現
地精米にて販売を行っている。

◆新たな販路拡大のため、引き続き２７年産も取組み、海外における福井米の積極的
なＰＲを図る。

輸出量(ｔ) 出荷時期

平成27年産（見込） ３００．００
８月～

平成26年産 ２０４．００

コメ

【主な品目】

香港、シンガポール

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】

・平成２７年産においても、３００トン輸出用米に取
組み、今後も海外における福井米の積極的なＰＲ
を図っていく。
・日本食レストラン等への販路拡大。

【連絡先】 福井県経済農業協同組合連合会 ＴＥＬ：0776-27-8257 

福井県 福井県経済農業協同組合連合会
『コメを香港、シンガポールへ』

コメ・コメ加工品

シンガポール現地視察の様子
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【取り組む際に生じた課題】
・海外販路の開拓
・国内他産地や外国産の米との差別化

【取組の効果】
・直接、商社や卸業者等と交渉を行うことで、生の情報が入り、現状を良く
理解でき、組合員に対して自信を持って取組を説明できる。

・将来的な組合員の経営安定に向け、海外販売を販売戦略の一つとして
確保でき、販路の選択肢が増えた。

◆組合員の経営安定を図るため、転作作物（麦・大豆）より作りやすく、作柄の安定した
米の生産拡大に向け、国内の卸売業者と提携し、アジア向けに米の輸出に取り組む。

◆競合品との差別化を図るため、寿司用米として評価の高い品種「日本晴」に絞り、海
外の寿司店向けに販売する。

輸出量(ｔ) 出荷時期

平成27年（見込） 200
通年

平成26年 15

米

【主な品目】

香港

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・香港以外のアジア各国の寿司店にも「日本晴」を売り込み、５年後の輸出
量を５倍（1,000ｔ）に拡大する。

【生じた課題への対応方法】
・海外で開催される国際食品見本市への出展や海外での個別商談により、
販路を開拓。

・寿司用米として評価の高い品種「日本晴」に絞り、海外の寿司店をター
ゲットとした。

【ウェブサイト】 http://www.ja-echizentakefu.or.jp/

【連絡先】 担当者名：（指導部 部長）山内正美、ＴＥＬ：0778-22-2222 

福井県 ＪＡ越前たけふ
『米を香港へ』

コメ・コメ加工品

海外の国際食品見本市に出展し、
試食会等のＰＲ活動を実施

香港向け輸出の出荷式

香港に輸出するお米「おすし最適米
（日本晴）」
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【取り組む際に生じた課題】
・輸出に関する情報の不足
・輸出に必要な認証（ハラール、コーシャ等）
・現地販売パートナーの発掘

【ウェブサイト】 http://www.maisen.co.jp/

【取組の効果】
・海外でのパートナーとの出会い。
・原料生産から加工、販売までを自社で一貫体制。コスト削減。
・これまでの外部委託生産に加えて自社生産による増産。

「まるっきりお肉」は、ミンチと
フィレの2タイプ

◆6次産業で、大豆、玄米を原料とする乾燥擬似食肉材、グルテンフリー製品の海外
販路開拓。

◆アレルギー物質を含まず、ハラール認証を取得し、新規市場にも販路拡大。

輸出額(千円) 輸出量(ｔ) 出荷時期

平成26年度 8,000 ー
通年

平成25年度 ー ー

「まるっきりお肉」（擬似食肉材）

【主な品目】

米国、シンガポール、香港

【主な輸出先国・地域】

【輸出取組の概要】

【輸出実績】

【今後の展望】
・東南アジアのイスラム市場、インドのベジタリアン市場への市場開拓
・外国人観光客の増加を受け、直営レストランの開設
・玄米ラーメン、玄米ドリンク等新製品の開発

【生じた課題への対応方法】
・米国Winter Fancy Food Show、シンガポールFood & Hotel Asia見本市に出展。

及び、ジェトロ主催食品輸出商談会に参加し、商品をピーアール
・農林漁業成長産業化支援機構の出資を受けて新会社を設立。 6次産業化ネット

ワーク活動交付金の認定は福井県第一号。

【連絡先】 担当者名：営業課 牧野 ＴＥＬ：0778-62-2555

【活用した施策・支援】 Winter Fancy Food Show 2014/2015、Food & Hotel Asia 2014ジャパンパビリオン、他

福井県 （株）マイセンファインフード
『「まるっきりお肉」を世界の健康食品市場へ』

加工食品

小麦、卵、乳製品不使用の
「玄米パン」
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